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平成２７・２８年度 新潟県中学校教育研究会指定 英語教育研究発表会 日程 

1 全体会 １３：００～１３：２０（１F 多目的ホール） 

(1) 開会のあいさつ  村上市岩船郡中教研会長   小田 智美（村上市立朝日中学校長） 

(2) 来賓及び指導者の紹介 

(3) 研究概要説明   村上市岩船郡中教研英語部長 井上 定浩（村上市立荒川中学校） 

 

2 授業公開 １３：３０～１４：２０ 

学級 授業者 主な内容 会場 

1年 1組 進藤 豪人 Total English1 

Chapter2 Project 

他己紹介文を級友と発表し合い、それを

生かして他者紹介文を作成します。 

1 年 1 組教室 

（1F） 

1年 2組 川村 美香 Total English1 

Chapter2 Project 

作成した他己紹介文を級友と添削し合

い、完成した原稿を発表し合います。 

1 年 3 組教室 

（1F） 

3年 3組 津野 雅之 Total English3 

Lesson4C 

ALT におすすめする場所について級友

と意見交換し、それを生かして英文を作

成します。 

3 年 3 組教室 

（2F） 

 

3 協議会 １４：４０～１５：５０ 〈分科会毎に進行〉 

14:40  14:50   15:00                                                     15:40    15:50 

授業者 

より 

質疑・ 

応答 

グループ協議 

第１分科会：１年１組授業 【協議題：ア･ウ･エ】 

第２分科会：１年２組授業 【協議題：ア･イ･ウ】 

第３分科会：３年３組授業 【協議題：ア･イ･ウ】 

各グループ 

からの発表 

【協議題】 

ア 帯活動は、生徒が主体となった学び合いを成立させる手立てとして有効であったか。 

イ ステップ１は、生徒が主体となった学び合いを成立させる手立てとして有効であったか。  

ウ ステップ２は、自分の意見や考えを表現させる手立てとして有効であったか。 

エ ステップ３は、自分の意見や考えを表現させる手立てとして有効であったか。 

 

4 指導講評 １５：５０～１６：１０       下越教育事務所 学校支援第２課 

指導主事 辻川 英夫 様 

 

5 閉会のあいさつ                 村上市立村上東中学校長 中束 正志 



【開会のあいさつ】村上市岩船郡中教研会長   小田 智美（村上市立朝日中学校長） 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

【閉会のあいさつ】              村上市立村上東中学校長 中束 正志 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 

【研究概要説明】 村上市岩船郡中教研英語部長  井上 定浩（村上市立荒川中学校） 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         



【指導講評】 下越教育事務所 学校支援第２課  指導主事 辻川 英夫 様 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 



3  協議会 １４：４０～１５：５０ 〈分科会毎に進行〉          多目的ホール（1F） 

14:40  14:50   15:00                                                     15:40    15:50 

授業者 

より 

質疑・ 

応答 

グループ協議 

第１分科会：１年１組授業 【協議題：ア･ウ･エ】 

第２分科会：１年２組授業 【協議題：ア･イ･ウ】 

第３分科会：３年３組授業 【協議題：ア･イ･ウ】 

各グループ 

からの発表 

【協議題】 

ア 帯活動は、生徒が主体となった学び合いを成立させる手立てとして有効であったか。 

イ ステップ１は、生徒が主体となった学び合いを成立させる手立てとして有効であったか。  

ウ ステップ２は、自分の意見や考えを表現させる手立てとして有効であったか。 

エ ステップ３は、自分の意見や考えを表現させる手立てとして有効であったか。 

 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 



平成２７・２８年度 新潟県中学校教育研究会指定 英語教育研究発表会 研究概要 

1 研究主題 

自分の意見や考えを表現できる生徒の育成 

～生徒が主体的に参加できる学び合いの工夫～ 

2 主題設定の理由 

(1) 昨年度（平成 27 年度）の研究実践の成果と課題 

昨年度は、「書く活動」で学び合いを中心に実践を進めてきた。自分の考えをもって話し

合いに参加できるように、生徒各自がそれぞれ英文を作成する時間を確保した。その後、

生徒が主体となった学び合いの場面では、自分が作った英文を互いに伝え合ったり、クラ

スメイトの英文についてアドバイスをしたりして、英語で書く内容の質・量の充実を図っ

た。各単元の最後に、再び生徒各自で考える時間を確保することで、学び合いの場面で身

につけた表現を生かして、英語で書くことの力を身につけていくことを目指して実践を積

み重ねた。 

【成果】 生徒同士が主体的に教え合う場面が増え、学習意欲向上につながった。 

【課題】 生徒が主体となった学び合いの場面で、日本語の使用量が多く、英語の使用量 

が少なかった。 

(2) 生徒の現状 

英語授業において、英語を話したり、英文を書いたりすることに苦手意識をもっていて、

自分の考えを英語で表現することに対する自信が無い生徒が多い。 

(3) 英語指導での留意点 

生徒が主体となった学び合いの場面は、日本語ではなく、英語のみで行うことを目指す。 

     

     上記①から③より、今年度（平成 28 年度）は単元の指導計画の中で【話す活動①→書

く活動→話す活動②】のサイクルで英語使用場面を多く設定することとし、学習活動の中

で使用する英語表現を帯活動として繰り返し練習し習得させることで、英語で表現するこ

とへの苦手意識を低くし、生徒の英語で表現する力を高めることを目指す実践を行う。 

 

3 研究の方法と内容 

(1) ステップ１【話す活動①】 

帯活動で習得した英語表現を活用して、自分の意見や考えをキ

ーワードなどでまとめながら、クラスメイトと英語で伝え合う。 

(2) ステップ２【書く活動】 

ステップ１で伝え合った英語を書いて可視化することを通し

て、「自分の間違いや表現の不足に気付くこと」「書いた英文を

クラスメイトと添削し合う中で、表現の質を高めること」を求め

て活動を行う。 

(3) ステップ３【話す活動②】 

      ステップ１および２で、クラスメイトとの学び合いを通して学

んだ英語を発表する活動を行う。そのとき、発表に対して質問す

るなどしてインタラクティブな活動にする。 

 

 

【帯活動】 

ステップ１・２・３

で使用する英語表

現を習得する。 



１年２組英語科指導案（略案） 

日 時 平成２８年１１月４日（金） ５校時 

場 所 １－３教室   授業者 川村 美香 

１ 単元名  Chapter 2 Project ○○さんを紹介しよう 

２ 単元の目標 

○ 教科書本文を読んで、内容を正しく理解することができる。 

 ○ 他己紹介するまとまりのある文章を５文以上で表現することができる。 

３ 単元の指導計画（全４時間） 

  第１次（１時間）教科書本文を読み、内容を正しく理解する。 

  第２次（１時間：本時２/４）３～４人のグループで他己紹介をし、紹介文を書く。 

  第３次（１時間）紹介文を英語で修正し合い、ペアで他己紹介を発表し合う。 

  第４次（１時間）ALT に他己紹介をする。（Speaking Test、評価基準は第１次で提示） 

４ 本時の計画 

（１）本時のねらい 

・ メモをもとに、間違いを恐れずに他己紹介文を話すことができる。 

・ 他己紹介文を聞いて、間違いを恐れずに Reaction･Plus･Question（R･P･Q）をすることができる。 

・ 他己紹介文を５文以上書くことができる。 

（２）手だて 

ア 授業で使用する英語表現を帯活動の中で繰り返し練習し間違いを恐れずに話す習慣づけをする。 

イ ３～４人のグループで他己紹介し、Reaction・Plus・Question をして、書く活動へつなげる。 

ウ 単元を通して、「話す」→「書く」→「話す」の活動を行う。 

（３）本時の展開 

学習の流れ 学習活動・学習内容 授業者の働き掛け（○） 

Warm Up 

＜10min＞ 

帯活動  

・Pair Work 

 

Activity 

 

[Step1] 

Speaking 

Listening 

＜20min＞ 

[Step2] 

Writing 

＜15min＞ 

 

Consolidation 

＜5min＞ 

 

 

 

・３～４人のグループで他己紹介する。その後、

Reaction・Plus・Question をする。 

 

 

・他己紹介文の構成モデルの復習。 

・メモやグループ活動での記録をもとに、各自で

他己紹介文を書きまとめる。 

 

 

・他己紹介文を提出する。 

 

 

 

○メモは前時に宿題として課す。日本語、

英語どちらでも可。 

○英語のみで進めるよう支援する。 

 

○グループ活動での記録が個人で見やす

いように指示をする。 

（４）本時の評価 

  Ｂ：間違いを恐れずにグループで他己紹介し、Reaction・Plus・Question をしている。[見取り] 

Ｂ：他己紹介文を５文以上書くことができる。[ワークシート] 

課題：班でメモをもとに他己紹介文を発表し、R・P・Q をすることができる。 

 

めあて：他己紹介文を５文以上書こう。 

まとめ：他己紹介文を書きまとめよう。 

 

 

 

 振り返り：間違いを恐れずに英語を話すことができたか。 

他己紹介文を５文以上書くことができたか。 

 

 

 

 



１年１組英語科指導案（略案） 

日 時 平成２８年１１月４日（金） ５校時 

場 所 １－１教室   授業者 進藤 豪人 

１ 単元名  Chapter 2 Project ○○さんを紹介しよう 

２ 単元の目標 

○ 教科書本文を読んで、内容を正しく理解することができる。 

 ○ 他己紹介するまとまりのある文章を５文以上で表現することができる。 

３ 単元の指導計画（全４時間） 

  第１次（１時間）教科書本文を読み、内容を正しく理解する。 

  第２次（１時間）３～４人のグループで他己紹介をし、紹介文を書く。 

  第３次（１時間：本時３/４）紹介文を英語で修正し合い、他己紹介を発表し合う。 

  第４次（１時間）ALT に他己紹介をする。（Speaking Test、評価基準は第１次で提示） 

４ 本時の計画 

（１）本時のねらい 

・好きな人物をクラスメイトに正確に伝えることができる。 

（２）手だて 

ア 授業で使用する英語表現を帯活動の中で繰り返し練習し、間違いを恐れずに話す習慣づけをする。 

イ グループごとに英語で加筆・修正の活動を行う。 

ウ 単元を通して、「話す」→「書く」→「話す」の活動を行う。 

（３）本時の展開    

学習の流れ 学習活動・学習内容 授業者の働き掛け（○） 

Warm Up 

＜10 min＞ 

 

 

 

[Step 2] 

Speaking 

Listening 

Writing 

＜25 min＞ 

 

[Step 3] 

Speaking 

＜10 min＞ 

 

Consolidation 

＜5 min＞ 

・帯活動 

 

 

 

 

 

・グループごとに、時間を区切って（４分程度

毎）生徒が自作の他己紹介文を紹介した後

で、間違いの箇所を英語で修正し合う。 

・修正に基づいて紹介文を推敲する。 

・発表の練習を行う。 

 

 

・ペアで発表し合う。 

・感想も英語で発表する。 

 

 

・振り返りを記入する。 

 

 

 

 

 

 

○英語のみで話し合えるように支援す

る。 

○積極的な発言を促す。 

○暗記するように促す。 

 

 

 

○英語のみで話し合えるように支援す

る。 

 

 

○自己評価アンケートを書かせる。 

（４）本時の評価 

Ｂ：スピーキング活動において，より正確になった紹介文を話すことができる。[ワークシート] 

課題：より正確になった紹介文をクラスメイトに伝えることができる。 

めあて：好きな人物をクラスメイトに正確に伝えよう。 

まとめ： クラスメイトに正確に発表することができたかを確認する。 

振り返り：  好きな人物をクラスメイトに正確に伝えることができたか。 



３年３組英語科指導案（略案） 

日 時 平成２８年１１月４日（金） ５校時 

場 所 ３－３組教室  授業者 津野 雅之 

１ 単元名  English3 Lesson4C  

２ 単元の目標 

 ○ 主語＋動詞（ask,tell,want など）＋目的語＋to 不定詞の文の構造について理解できる。  

○ グループ活動において、間違うことを恐れず英語で話すことができる。 

○ 地域アドバイザーに任命された ALT に、村上のおすすめの場所について自分の考えを書ける。 

○ 地域アドバイザーに任命された ALT に、村上のおすすめの場所について自分の考えを発表できる。 

 

３ 単元の指導計画（全４時間） 

第１次（１時間）導入 

 ○主語＋動詞（ask,tell,want など）＋目的語＋to 不定詞の文の構造について理解する。 

第２次（１時間：本時２/４）活用 

○主語＋動詞（ask,tell,want など）＋目的語＋to 不定詞の文の構造を使って、ALT に村上のおすす

めの場所の紹介文を書く。 

・グループで自分たちの考えを英語で意見交換する。 

・主語＋動詞＋目的語＋to 不定詞の文の構造を使って、モデル文を参考に、自分の考えを書く。 

第３次（１時間）発表 

 ○村上のおすすめの場所について、自分の考えを発表する。 

 ・グループで自分たちの考えを英語で意見交換する。 

 ・村上のおすすめの場所について自分の考えを発表する。 

第４次（１時間）教科書本文 

 ○教科書の本文を通して、主語＋動詞＋目的語＋to 不定詞の文の構造を理解する。 

 

４ 本時の計画 

（１）本時のねらい 

①グループ内で間違いを恐れずに、村上のおすすめの場所についての自分の考えを英語で伝えたり、

他者の英語を聞いたりして、英語のみで意見交換ができるよう努める。 

②地域アドバイザーに任命された ALT に、村上のおすすめの場所を、モデル文を参考にして、主語＋

動詞＋目的語＋to 不定詞の文の構造を用いて５文以上の紹介文を書くことができる。 

 

（２）手だて 

ア 学習活動の中で使用する英語表現を帯活動として繰り返し練習し習得させる。＜本時まで＞ 

イ グループでの意見交換の場面を設定し、他者の考えに触れさせて、書く活動の内容を豊かにする。 

ウ 英作文作成前に、モデル文を提示する。 

エ 単元を通して、「話す」→「書く」→「話す」の活動を行う。 

 

 

 

 



（３）本時の展開 

学習の流れ 学習活動・学習内容 授業者の働き掛け（○） 評価（▲） 

Introduction

＜5min＞ 

 

 

 

 

 

 

[Step1] 

Activity① 

＜20min＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Step2] 

Activity② 

＜20min＞ 

 

 

 

 

Consolidation 

＜5min＞ 

・今日の課題を確認する。 

・ALT からのビデオレターを見て、依頼

内容を聞き取る。 

 

 

 

 

 

 

・４～５人のグループで、自分の村上の

おすすめの場所について意見交換を

する。 

 

 

・意見交換の前に、代表生徒数人と JTE

がデモンストレーションをする。 

  

・ホワイトボードを自由に見回り、参考

になったクラスメイトの文をメモす

る。メモした後で、「いいね」マークを

貼る。 

 

・モデル文を参考に、ALT におすすめの

場所を紹介する文を書く。 

 

 

 

 

 

 

・おすすめの場所紹介文を提出する。 

 

○ビデオレターで意欲付けを行い、全体で課

題を把握させる。 

○依頼内容をクラス全体で確認。 

○E-mail で伝えることも確認。 

 

 

 

 

 

○意見交換は英語で進めるよう支援する。 

○おすすめの場所とその理由を挙げていく

ように指示をする。 

○意見交換の内容はホワイトボードにウェ

ビングマップで記録させる。 

▲英語のみで意見交換を行っているか。 

（関心・意欲・態度） 

 

○「いいね」を貼ることで、意欲付けを図る。 

 

 

 

 

○ALT に向けておすすめの場所を書くこと

をクラス全体で確認。 

○モデル文を提示し、書き方を指導する。 

▲モデル文を参考に５文以上の紹介文を書

けているか。（表現） 

 

 

（４）本時の評価 

評 価 「ねらい①」に対する評価基準 「ねらい②」に対する評価基準 

A 英語のみで意見交換ができる。 正確に５文以上の紹介文を作成できる。 

B 日本語を少し交えながらも意見交換ができ

る。 

５文以上の紹介文を作成することができ

る。 

 

課題： 

「村上のおすすめスポットを紹介する英文を書くことができる。」 

振り返り：モデル文を参考に、５文以上の紹介文を書くことができたか 
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1  来賓 濱中 力也 新潟・白新中 県中教研副会長 － 

2  来賓 鷲尾 哲郎 長岡・秋葉中 県中教研英語全県部長 － 
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8  校長 篭島 洋 村岩・神納中 村上岩船地区英語部顧問 － 

9  教諭 守屋 真琴 県立荒川高校  ３A 

10  教諭 江見 志保 県立村上高校  ３B 

11  講師 関 真人 胎内・黒川中  １A 

12  教諭 佐藤 律子 新発田・七葉中  ２A 

13  教諭 佐藤 晃子 新発田・紫雲寺中  １B 

14  教諭 長野 博十 五泉・川東中  ２B 

15  教諭 齊藤 祥子 村岩・村上第一中  １A 

16  教諭 渡邉 桃子 村岩・村上第一中 地区英語部副部長 ２A ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

17  教諭 中林 侑大 村岩・村上第一中  ３B 

18  教諭 川村 美香 村岩・村上東 地区英語部推進委員 ２授業者 

19  教諭 津野 雅之 村岩・村上東 地区英語部推進委員 ３授業者 

20  教諭 進藤 豪人 村岩・村上東 地区英語部推進委員 １授業者 

21  教諭 石川 淳子 村岩・岩船中 地区英語部推進委員 １B ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

22  教諭 丹内 裕美 村岩・荒川中  １B 

23  教諭 田中 修平 村岩・荒川中  ２A 

24  教諭 井上 定浩 村岩・荒川中 地区英語部部長 ３A 

25  教諭 小田 剛志 村岩・平林中  ２B 

26  教諭 中村 友哉 村岩・平林中 地区英語部推進委員 １A ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

27  教諭 加藤 裕子 村岩・神納中 地区英語部推進委員 ３A ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

28  教諭 中山 久司 村岩・朝日中  １B 

29  教諭 佐藤加奈子 村岩・朝日中 地区英語部推進委員 ２B ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

30  講師 細野 泉 村岩・朝日中  ３B 

31  教諭 小出 英夫 村岩・山北中 地区英語部推進委員 司会 ２B 

32  教諭 石黒 豊 村岩・山北中 地区英語部副部長 司会 ３A 

33  教諭 佐藤 裕子 村岩・関川中  ２A 

34  教諭 川村 健一 村岩・関川中 地区英語部推進委員 司会 １A 

35  教諭 鈴木 幹子 村岩・村上中等 地区英語部推進委員 ３B ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ 

36  教諭 大月 佑 村岩・粟島浦中  1A 

※ 敬称略 
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村上市岩船郡中教研英語部 部長

村上市立荒川中学校 井上 定浩

自分の意見や考えを

表現できる生徒の育成

～生徒が主体的に参加できる

学び合いの工夫～

昨年度（H27)の実践
【「書く活動｣での学び合い】
① 生徒各自で英文作成

② グループでの学び合い

③ 再び生徒各自で英文作成

昨年度（H27)の実践
【成果】
生徒同士が主体的に教え合う場
面の増加
【課題】
学び合いの場面での英語使用量
が少ない

生徒の現状

英語を話したり、英文を書
いたりすることに苦手意識を
もっている生徒が多い。

英語指導での留意点

生徒が主体となった学び合
いは、英語のみで行うことを
目指す。
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英語表現への苦手意識低下

表現する力を高める

話す活動
書く活動
話す活動

【帯活動】
英語表現
習得

英
語
場
面
多

学習活動の中で使用する英語表現

を帯活動で繰り返し練習し習得さ

せ、「話す⇒書く⇒話す」のサイ

クルで単元を構成すれば、表現の

幅を広げたり、質を高めたりして

自分の意見や考えを表現できる生

徒を育成できるであろう。

《表現の幅を広げる》

ステップ１【話す活動①】で、

クラスメイトの意見や考えに触れ

ることで、新しい表現に気付くこ

とができる姿

《表現の質を高める》

ステップ２【書く活動】で、

ステップ１で話した英語を可視化し

自分の間違いに気付くことができる

姿

クラスメイトとの添削活動で、英文

の間違いに気付くことができる姿

ステップ１【話す活動①】

ステップ２【書く活動】

ステップ３【話す活動②】

【帯活動】
英会話
表現の
習得

ステップ１【話す活動①】

帯活動で習得した英語表現を活

用して、自分の意見や考えをキー

ワードなどでまとめながら、クラ

スメイトと英語で伝え合う。
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ステップ２【書く活動】

ステップ１で伝え合った英語を書い
て可視化することを通して、自分の
間違いや表現の不足に気付く。

書いた英文をクラスメイトと添削し
合う中で、表現の質を高めることが
できる。

ステップ３【話す活動②】

ステップ１および２で、クラスメ
イトとの学び合いを通して学んだ
英語を発表する。

発表に対して質問するなどしてイ
ンタラクティブな活動にする。

【県中教研 学力の３要素】

【帯活動】

【課題設定】 ステップ
123

ア帯活動は生徒が主体となった学び合いを
成立させる手立てとして有効であったか。

イステップ１は生徒が主体となった学び合
いをさせる手立てとして有効であったか。

ウステップ２は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

エステップ３は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

ア帯活動は生徒が主体となった学び合いを
成立させる手立てとして有効であったか。

イステップ１は生徒が主体となった学び合
いをさせる手立てとして有効であったか。

ウステップ２は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

エステップ３は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

ア帯活動は生徒が主体となった学び合いを
成立させる手立てとして有効であったか。

イステップ１は生徒が主体となった学び合
いをさせる手立てとして有効であったか。

ウステップ２は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

エステップ３は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。
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ア帯活動は生徒が主体となった学び合いを
成立させる手立てとして有効であったか。

イステップ１は生徒が主体となった学び合
いをさせる手立てとして有効であったか。

ウステップ２は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

エステップ３は自分の意見や考えを表現さ
せる手立てとして有効であったか。

それぞれの手立ては有効であったか

有効：ピンクの付箋

改善が必要：青い付箋（代案も含む）



【３年３組 津野教諭 授業】 

     

 

 

     

 

 



【１年１組 進藤教諭 授業】 

   

 

   

 

 

 



【１年２組 川村教諭 授業】 

   

 

   

 

 

 



【協議会】 

   

 

  

 

 

 



【ファシリテーショングラフィック ３年３組 津野教諭 授業】 

 



 

 

 



【ファシリテーショングラフィック １年１組 進藤教諭 授業】 

 



 

 

 



【ファシリテーショングラフィック １年２組 川村教諭 授業】 
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